日まで
◇入園料 一区画２０００円
◇受付期間 ４月６日︵月︶から
◇申込方法 役場経済課にて
申込書を記入のうえ︑入園
料を添えてお申し込みくだ
さい︵村外の方も可︶︒
◇問合せ 役場経済課

◇勤務時間

１６

午前８時

分〜
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午後５時 分︵時間は応相談︶

・・・・・・・・・
︽共通事項︾
◇報酬額 日給９６００円
◇応募資格
歳未満で美浦
村に通勤可能な方
◇欠格事項 地方公務員法第
条欠格事項に該当する方
は応募できません︒
◇応募方法 村指定の登録申
込書を役場総務課に提出し
てください︵
︻看護師︼は保
育所提出でも可︶︒
＊申込書は役場総務課もしく
は村ホームページから取得
できます︒
◇選考方法 詳細は後日︑応
募者に直接通知します︒
◇問合せ 役場総務課人事担
当︵内線︶２０３
−

に発送します。

６５

５月中旬

美浦村非常勤一般職
の募集

１名
役場福祉介護課

１
５

平成２７年度
固定資産税納税通知書は、

◇日時 ５月 日︵日︶午後
２時〜︵午後１時 分開場︶
◇場所 中央公民館大ホール
◇入場整理券 ５００円
◇問合せ 陸平をヨイショす
る会︵文化財センター内︶☎
８８６ ０２９１

２８

事項を記入のうえ︑４月
日︵土︶までにお申し込みく
ださい︒
＊昨年︑参加された団体には
申込用紙を送付します︒
※月曜日は休館日です︒
◇問合せ 生涯学習課︵中央
公民館内︶

︽個別事項︾
︻看護師︼
◇職務内容 乳児の保育およ
び入所児の健康管理
◇応募資格 看護師免許を有
する人
◇募集人員 １名
◇勤務場所 大谷保育所
◇勤務時間 午前８時 分〜
午後５時 分
︻介護保険認定調査員︼
◇応募資格 次の①②のいず
れかの資格を有し︑かつ普
通運転免許を有する人
①介護保険認定調査員研修終
了者
②保健師︑看護師︵準看護師︶︑

◇募集人員
◇勤務場所

のいずれかの資格を有する人

介護福祉士︑介護支援専門員

３０

美浦村ホームページアドレス
http://www.vill.miho.lg.jp/
Ｅメール info@vill.miho.lg.jp

平成 年度健康農
園入園者募集

８５

２５

３０

役場税務課

□問合せ

１５

１７

︻木原健康農園︼
・区画数
区画︵一区画
㎡︑水道・駐車場付︶
＊残り１区画です︒
︻信太︵南原︶健康農園︼
・区画数 １５５区画︵一区
画 ㎡︑水道・駐車場付︶
＊残り 区画です︒
◇入園期間 平成 年３月
２０

口笛とバイオリンに
よるコンサート
陸平をヨイショする会 周
年・縄文の森コンサートを開
催します︒
◇出演
・口笛奏者 柴田晶子︵世界
口笛コンクール優勝︶

・バイオリン 山崎響子︵桐
朋音大卒若手奏者︶

３５

花いっぱい運動コン
クール参加団体募集
村では︑地域や職場･グル
ープ等で公共の場に花を植え
管理している団体を対象に︑
﹁花いっぱい運動コンクール
︵花コン︶﹂を開催します︒こ
のコンクールで審査委員会が
優秀と認めた団体は︑大好き
いばらき県民会議主催の﹁花
と緑の環境美化コンクール﹂
へ推薦させていただきます︒
本コンクールに応募された
団体には花の苗を配布します︒
＊苗の種類や本数の指定はで
きません︒
◇申込方法 生涯学習課に備
えてある申込用紙に所定の

２０
３１

２
７

３０

☎８８５−０３４０
☎８８５−４４５１
☎８８５−８４４２
☎８８６−０２９１
☎８８５−６７１１
☎８８５−１８８９
☎８８５−０７２０
☎８８５−８８９９
☎８８５−０５９７
☎８８５−１０６４
☎８８５−１５４９
☎８８５−４４８８
☎８８５−００３８
☎８８５−７０８０
☎８８５−８８８５
☎８８６−０００７
美 浦 村 役 場
中 央 公 民 館
中央公民館図書室
文化財センター
光と風の丘公園クラブハウス
保 健 セ ン タ ー
美浦水処理センター
（上下水道課）
大谷時計台児童館
木原城山児童館
大 谷 保 育 所
木 原 保 育 所
社会福祉協議会
老人福祉センター
デイサービスセンター
シルバー人材センター
２０

お知らせ

成田国際空港第２旅

客ターミナルビル前中央広場

◇場所
◇内容 空港周辺市町村特産
品の販売︑ポケモンによる
のステージショー︑豪華賞
品が当たる抽選会等
◇問合せ 一般財団法人成田
国際空港振興協会空市事務
局☎０４７６ ３４ ６３
３３︑役場経済課
−

−

文化財センター﹁縄文
体験の日﹂のお知らせ

資力要件等はありませんので︑
法的トラブルでお困りの方︑
どうぞお気軽にご相談くださ
い︒なお︑法テラスは国が設
立した公的な法人です︒
◇日時 ５月 日︵木︶午後１
時〜４時
◇場所 役場１階住民相談室
◇定員 先着５名程度︵事前
に電話予約のこと︶
※４月 日︵月︶より受付開始
◇予約・問合せ 法テラス茨
城☎０５０ ３３８３ ５
３９０︵平日の午前９時〜
午後５時まで︶
−

いばらき
シニアカード

−

０．
０６３

美駒駐在所新築工事
完了のお知らせ
平成 年 月から行われて
いた稲敷警察署美駒駐在所の
新築工事が完了し︑新たに平
成 年４月１日より開所する
ことになりました︒
今回の工事により︑来所者
専用駐車場やコミュニティス
ペースが新設され︑来訪者の
利便性が向上いたしました︒
工事期間中はご不便をおか
けいたしましたが︑安心安全
なまちづくりの拠点となるよ
うに努めてまいりますので︑
地域のみなさんのご協力をよ
ろしくお願いいたします︒
◇問合せ 稲敷警察署美駒駐
在所☎８８５ １７９２
−

成田空港にて周辺地域

文化財センターでは︑﹁縄文
体験の日﹂を開催します︒当
日は縄文土器作り・土笛作り
・縄文クッキー作り・まが玉
作り等の体験ができます︒皆
さまぜひご参加ください︒︵予
約不要︶
◇日時 ５月２日︵土︶午前９
時 分〜午後３時 分
◇問合せ 文化財センター

﹁法テラスの日﹂記念
無料法律相談会
法テラス茨城では︑﹁法テラ

（単位：μＳｖ/ｈ）

都市計画の変更案について、都市計画法に基づき、案
の縦覧を行います。この案についてご意見のある方は、
意見書を提出することができます。

◇使用機器
学校：クリアパルス Ａ２７００
役場：日立アロカメディカル ＴＣＳ―１７２Ｂ
◇測定放射線 γ線

稲敷東部台都市計画変更案の縦覧

村内小・中学校、
美浦村役場の放射線量率

１４

茨城県では︑県内にお住ま
いの 歳以上の高齢者にシニ
アカードを配布しています︒
協賛店舗でカードを提示する
と︑店舗が設定した割引やポ
イント加算等のお得なサービ
スを受けることができます︒
◇カード発行手続き 保険証
等の住所・氏名・生年月日
が確認できるものをご持参
のうえ︑ご本人が役場福祉
介護課窓口にてお手続きく
ださい︒
◇問合せ 役場福祉介護課

０．
０７

測定日 ３月１７日 庁舎内

ＰＲイベント開催
成田空港にて︑千葉県と茨
城県の空港周辺市町村特産品
や観光資源をＰＲするイベン
ト﹁ＡＩＲＰＯＲＴＭＡＲＫ
ＥＴ空市 ｓｏｒａｉｃｈｉ

スの日﹂︵毎年４月 日 法人
設立日︶を記念して︑美浦村
で次のとおり︑弁護士による
無料法律相談会を行います︒

平成２７年４月号
−

広報みほ
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駐車場（地上高１ｍ） ０．
０９

美浦村役場

０．
０９７

測定日 ３月１６日 校舎内

０．
０４１

測定日 ３月１６日 校舎内

０．
０７０

測定日 ３月１６日 校舎内

０．
１１３

校庭（地上高１ｍ）

美浦中学校

１００
校庭（地上高５０㎝） ０．

大谷小学校

０９３
校庭（地上高５０㎝） ０．

安中小学校

校庭（地上高５０㎝） ０．
０７６

木原小学校

３０

２７
６５

◇案の内容 稲敷東部台都市計画下水道の変更、排水区
域の追加
◇縦覧期間 ４月１６日（木）〜４月３０日（木）午前８時３０分
〜午後５時１５分（土・日・祝日は除く）
◇意見書の提出方法 縦覧場所に備え付けの様式に必要
事項を記載し、持参または郵送にて下記へ提出してく
ださい。
◇意見書の提出先 茨城県知事（県都市計画課扱い）
〒３１０−８５５５ 水戸市笠原町９７８−６
◇提出締切 ４月３０日（木）必着
◇縦覧場所およびお問合せ先
・茨城県土木部都市局都市計画課（県庁２１階）
☎０２９−３０１−４５８８（直通）
・役場都市建設課
☎０２９−８８５−０３４０（代表）

測定日 ３月１６日 校舎内

２６

−

﹂が開催されます︒
◇日時 ４月 日︵土︶午前
時〜午後３時

：

１１

２５

３０

１０

２７

１０

−

在職者訓練の
受講生募集

８４１ ３５５１︑ＦＡＸ
０２９ ８４１ ４４６５︑
ホームページ︵ http://www.
︶
t-gakuin.ac.jp/

船舶免許更新失効講習

−

◇講座名 機械図面の読み方
・描き方
◇内容 製図の基本と規約の
理解
◇実施日時 ５月 日︵土︶・
６月６日︵土︶２日間︑午前
９時〜午後４時
◇受講料 ２９８０円
◇定員
名

− −

９８１３︑ホ

時〜４時
◇会場 つくばサイエンス・
インフォメーションセンタ
ー大会議室
◇問合せ ＪＩＣＡ青年海外
協力隊事務局募集課☎０３
−

５２２６
ームページ︵
http://www.j
︶
ica.go.jp/volunteer/

小中学校・役場の放
射線量測定体制変更

−

−

−

−

平成 年度
猟銃等所持講習会

新たにエアガン︵射撃︶︑猟
銃︵狩猟︶の所持を希望する方
の講習会を行います︒
詳しくは事務局までご連絡
ください︒
◇問合せ 茨城県猟友会稲敷
支部事務局︵大槻銃砲店︶☎
０２９ ８９２ ０８０２

−

−

ス株式会社☎０２９９
−

−

１２３１

６

◇日時 ５月 日︵土︶午前９
時開始
◇場所 潮来ホテル☎０２９
９ ６２ ３１３０
◇必要書類 船舶免許コピー
１枚︑写真︵縦４・５センチ
×横３・５センチ︶２枚︑住
民票︵本籍地記載︶１枚
◇料金 更新１万１千円︑失
効１万６千円
◇申込方法 必要書類を添え
てお申込みください︒
◇申込期限 ５月９日︵土︶
◇主催 一般財団法人日本海
洋レジャー安全振興協会
◇問合せ 水郷ボートサービ
３

お詫びと訂正

広報みほ平成 年３月号２
Pのむらの話題で︑２段目右
側の写真下部に沼崎英敏さん
と名前を記載しましたが︑正
しくは沼田英敏さんでした︒
お詫びして訂正いたします︒

※祝日・振替休日が月曜の場合、原則その翌日が休館となります。
※文化財センターは、１０月１１日（日）は開館します。

22

平成２７年４月号

広報みほ

２
７

毎週月曜日・祝日・年末年始（１２月２８日〜１月４日）、
振替休日等：５月６日㈬・５月７日㈭・７月２１日㈫・
９月２４日㈭・１０月１１日㈰・１０月１３日㈫・１１月２４日㈫・
１月１２日㈫・３月２２日㈫

国保・医療・介護
なんでも電話相談室
◇日時
月 日︵土︶午前９
時 分〜午後０時 分
◇回答者 ケアマネージャー︑
ケースワーカー︑医療・福
祉団体のスタッフ
◇相談料 無料
◇受付相談内容 医療や介護
サービスの利用で困ってい
ること︑費用や保険料負担
で困っていること︑負担軽
減策等
◇主催・問合せ・受付電話番
号 茨城県社会保障推進協
議会☎０２９ ２２８ ０
６００・０６０２

ＪＩＣＡボランティア

３０

﹁体験談＆説明会﹂

◇申込期間 ４月 日︵月︶〜
４月 日︵月︶期間内必着
◇申込方法 往復はがきに︑
講座名・氏名・住所・電話
番号・年齢・職業︵会社名︶
をご記入のうえ郵送してく
ださい︵１人１葉︶︒もしく
は︑ホームページより申込
んでください︒
＊定員を超えた場合は抽選に
よる選考となります︒抽選
結果を返信はがきもしくは
メールで申込者に通知いた
しますので︑当選者はその
後︑学院窓口で受講料を添
えて申請してください︒
◇問合せ・申込み 茨城県立
土浦産業技術専門学院
−

〒３００ ０８４９土浦市
中村西根番外 ☎０２９

中央公民館・文化財センター休館日

平成２７年度

１５

２７

２３

２７

福島第一原子力発電所の事
故から４年が経過し︑放射線
量の測定結果は安定した状況
が続いています︒そのため︑
平成 年度からは年２回の測
定といたします︒結果につい
ては︑これまでどおり村公式
ホームページと︑﹁広報みほ﹂
へ掲載をいたします︒よろし
くお願い申しあげます︒
２月２８日現在死者ゼロ継続３６３日

５

発展途上国で活動するＪＩ
ＣＡボランティアの制度や内
容について説明会を行います︒
ボランティアには技術系・医
療系・教育系・農業系・スポー
ツ系等様々な職種があります︒
予約不要︑参加無料︑入退場
自由ですので︑ぜひお気軽に
ご参加ください︒
◇日時 ４月 日︵日︶午後２

（２月１日〜２８日）

１６

１９

３０

６

５０

年累計
１（ ２ ）
１（ ２ ）
０（ ０ ）
発生件数
負傷者数
死者数

２７

村の交通事故発生状況

３０

−

５月２７日
（水）
午後１：３０〜４：００

＊５月１日
（金）
午前８：３０より申込受付

心配ごと相談
日時

５月７日
（木）
・１８日
（月）
午後１：００〜３：００

日時

１３

３０

＊相談日以外は留守番電話又はＦＡＸで

電話相談

☎・ＦＡＸ ８８５−７７８８

来所相談

光と風の丘公園クラブハウス

行政相談
日時
場所

４月２４日
（金）
午前１０：００〜１２：００
役場２階小会議室

意

事前連絡のうえお出かけください

善

︹社会福祉協議会へ︺
○吉田賢治様︵見晴台︶︑フィ
ールドパック株式会社様︑
ジーベンケミカル株式会社
様 古切手
○匿名希望１件 使用済みプ
リペイドカード
︹善意銀行へ︺
○ふきのとう様 ２万円
○吉田賢治様︵見晴台︶
３０００円
○自然観察会一同様
２９０１円
ありがとうございました︒

毎週水・木曜日
（電話受付 火〜金）
午前９：００〜１２：００
午後１：００〜３：３０

１５

登録証明書︶の発行︑印鑑
登録︑パスポートの交付︑
戸籍届書の預かり︵審査・
受理決定は後日︶
＊転入・転出・転居等の住民
登録業務は取扱いできませ
ん︒ご了承ください︒

教育相談

２２

◎住民票の写し・印鑑登録証
明書の休日交付︵電話予約︶

会場・申込先
老人福祉センター☎８８５−７０８０
主
催 美浦村社会福祉協議会

２７

住民票の写しと印鑑登録証
明書は︑事前に平日の午前８
時 分から午後５時までに電
話予約したものを︑土日・祝
日の役場閉庁時に受け取るこ
とができます︒
＊ご予約の際は必ず︑証明書
を受け取りにいらっしゃる
方が直接お電話ください︒
・・・・・・・・・
◇問合せ 役場住民課

＊事前に申込みをされていない方は、
お待ちいただく場合があります。

平日住民課窓口に
来られない方へ

日時

村では︑住民課窓口業務の
﹁時間延長サービス﹂および
﹁電話予約による証明書等の
休日交付﹂を実施しています︒
業務内容が通常とは異なりま
すので︑ご利用の際は電話等
で事前にご確認ください︒
◎住民課窓口時間延長実施日
毎月第２・第４水曜日︵祝
日の場合はその前開庁日︶
＊年末年始を除く
◇４月・５月の実施日時
４月８日・ 日︑５月 日
・ 日午後５時 分〜７時
◇取扱業務 各種証明書︵住
民票・戸籍の証明書・印鑑

弁護士による法律相談

国の仕事のことなどで困ったときは
ご相談ください（予約不要）

障がい者相談
日時
場所

４月２０日
（月）
午後１：００〜３：００
老人福祉センター

身体・知的障がい者やご家族の悩み事等
何でもご相談に応じます（予約不要）

問合せ先

役場福祉介護課

◎平成２７年度税目別納期一覧

後期高齢者
村県民税 固定資産税 軽自動車税 国民健康
保 険 税 介護保険料 医療保険料

４月
５月

第１期

６月 第１期
７月

第２期

８月 第２期

＊納期限は４月３０日
（木）
です。

１０月 第３期

２月

４月３０日㈭

第２期

６月３０日㈫

全 期

６月１日㈪
第１期 第１期 ７月３１日㈮

第４期 第４期 第４期 １１月２日㈪
第５期 第５期 １１月３０日㈪
第３期

１月 第４期

国 民 健 康 保 険 税（１期）

第１期

第３期 第３期 ９月３０日㈬

１１月
１２月

納付期限

第３期 第２期 第２期 ８月３１日㈪

９月

４月の納税

◇問合せ 役場収納課

第５期 第６期 第６期 １２月２５日㈮
第７期 第７期 ２月１日㈪

第４期

第６期 第８期 第８期 ２月２９日㈪

３月
※年度により、納付期限は変更となる場合があります。納税通知書、
納付書でのご確認をお願いします。
※納付期限・期別数等は、市区町村により異なります。
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